
JP 5425381 B2 2014.2.26

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のスルーホールを有しており、銅材質またはアルミニウム材質で製作された金属板
体と、
　前記金属板体の第１のスルーホールに配置される搭載ベースと、
　共晶溶接方式で金属合金を介して前記金属板体に配置された前記搭載ベース上にダイボ
ンディングされる少なくとも一つの発光ダイオードと、
　前記搭載ベース上の発光ダイオードを露出させるための第２のスルーホールと、前記少
なくとも一つの発光ダイオードの発光を制御する電気回路と、を有し、絶縁コロイドを介
して前記金属板体に貼り付けられる印刷回路基板と、
　前記発光ダイオードと前記印刷回路基板の前記電気回路とを電気的に接続する少なくと
も一本の導電ワイヤと
　を含む発光モジュール。
【請求項２】
　前記第１のスルーホールの大きさは、前記搭載ベースの大きさに対応し、前記搭載ベー
スは銅の金属材質で、かつ銀または金のめっき外層を有する
　ことを特徴とする請求項１記載の発光モジュール。
【請求項３】
　前記金属板体が銅材質である場合、前記搭載ベースが、前記金属板体の前記第１のスル
ーホールに形成されることによって前記金属板体と一体されるもの、または、
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　前記搭載ベースが、前記金属板体の第１のスルーホールにかしめられるもの、または、
　前記搭載ベースが前記金属板体の第１のスルーホールに螺着されるねじ部を含むもの、
　である
　ことを特徴とする請求項１記載の発光モジュール。
【請求項４】
　前記搭載ベースには、前記金属板体の第１のスルーホールにかしめされた時に、前記金
属板体の他の側で散熱装置に締め付けるようにボルトをさらに凸設される
　ことを特徴とする請求項３記載の発光モジュール。
【請求項５】
　前記金属合金は金及び錫或いは銀及び錫からなる
　ことを特徴とする請求項１記載の発光モジュール。
【請求項６】
　前記絶縁コロイドの主な成分は樹脂である
　ことを特徴とする請求項１記載の発光モジュール。
【請求項７】
　第１のスルーホールを有しており、銅材質またはアルミニウム材質で製作された金属板
体を用意するステップと、
　前記第１のスルーホールを介して搭載ベースを前記金属板体に配置するステップと、
　共晶溶接方式で少なくとも一つの発光ダイオードを前記金属板体の前記第１のスルーホ
ールに配置された前記搭載ベース上にダイボンディングするステップと、
　前記搭載ベース上の前記発光ダイオードを露出させるための第２のスルーホールと、前
記少なくとも一つの発光ダイオードの発光を制御する電気回路と、を有する印刷回路基板
を、絶縁コロイドを介して前記金属板体に貼り付けるステップと、
　少なくとも一本の導電ワイヤを介して前記発光ダイオードを前記印刷回路基板の前記電
気回路にそれぞれ電気的に接続するステップと
　を含む発光モジュールの製造プロセス。
【請求項８】
　前記共晶溶接方式は、金及び錫或いは銀及び錫からなる金属合金を材料として半田付け
する
　ことを特徴とする請求項７記載の発光モジュールの製造プロセス。
【請求項９】
　前記絶縁コロイドの主な成分は樹脂である
　ことを特徴とする請求項７記載の発光モジュールの製造プロセス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光モジュールおよびその製造プロセスに係り、特に、発光源として発光ダ
イオードを使用する発光モジュールおよびその製造プロセス。
【背景技術】
【０００２】
　近年では、発光ダイオードの急速な発展のため、かつ伝統的な白熱電球に比べて、高出
力発光ダイオード（Ｈｉｇｈ－Ｐｏｗｅｒ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ
ｓ，ＨＰ　ＬＥＤ）は、省電力や、使用寿命が長く、耐久性が高く、並びに反応速度が速
いなどの利点をさらに備えており、発光ダイオードは、汎用の照明市場でも、公共建設ま
たは自動車領域でも、その省エネルギーの特質のため、益々広く応用され、市場が高輝度
や高出力及びより長い使用寿命の発光ダイオードへのニーズも高まりつつある。
【０００３】
　しかしながら、現在、高輝度かつ高出力の発光ダイオードが臨んでいる最大な課題は、
温度が高過ぎることによる寿命短縮および効果低下の問題を如何すれば克服できるかのこ
とである。図１は、従来技術の発光モジュールうちの一つの構造を示す断面図であり、図
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から分かるように、印刷回路基板３は、回路のショットを防止するために、絶縁コロイド
３０を介して金属基板１に貼り付けられ、金属基板１自体は発光ダイオード２を搭載する
ための凹溝を直接に成形できる。発光ダイオード２は銀ペースト２０を介して該金属基板
１に接続することにより、導熱を行い、且つ最後に、導電ワイヤ４を介して発光ダイオー
ド２と印刷回路基板３とを電気的に接続する。（類似するものとして、特許文献１のよう
なものも存在する。）
【０００４】
　図２は、従来技術の発光モジュールの他の構造を示す断面図であり、図を参照すると、
該発光モジュールは、リードフレーム式の発光ダイオードである。絶縁ケース７０内に発
光ダイオード２を搭載する支持ベース５を設置し、発光ダイオード２は銀ペースト２０を
介して支持ベース５に接続し、かつ、導電ワイヤ４によって、発光ダイオード２を第１の
リードフレーム６１及び第２のリードフレーム６２にそれぞれ電気的に接続する。また、
第１のリードフレーム６１及び第２のリードフレーム６２は、絶縁ケース７０により電気
接続を防止する。
【０００５】
　しかしながら、前記従来の発光モジュールは、いずれも導熱媒介として銀ペースト２０
を使用するが、散熱方面において、銀ペースト２０の高出力発光ダイオード２に対しての
導熱効果が十分ではないため、発光ダイオード２の散熱が比較的に遅くなる。金属基板１
または支持ベース５の下に散熱媒介（例えば、散熱シンク）を装着しても、実際の熱能が
散熱媒介に有効に伝導できないため、散熱作用が発揮できない。そのため、常に発光モジ
ュール全体の温度が高くないとあやまち考えられてしまい、実際には熱能を有効に伝導し
発散させないためである。
【０００６】
　散熱効果を向上させるため、高導熱の銀ペーストはそれに応じて生じられるが、高導熱
の銀ペーストの価額が高すぎるため、生産コストに比較的に合わず、かつ、一般の銀ペー
スト２０と同じく保存し難く固化され易い特性を持ち、また、もっと高出力の発光ダイオ
ードモジュールに適用しようとすれば、有効かつ快速的に熱能伝導する機能にも達成でき
ない。
【特許文献１】特開２００４－２００２０７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　それを鑑みて、本発明の課題は、導電を発生できることだけでなくその導熱係数も良好
な媒介及び製造プロセスにより、有効かつ快速的に熱能伝導させて、発光ダイオードチッ
プの温度を低下させる発光モジュールおよびその製造プロセスを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記問題を解決するため、本発明による一つの方案は、金属基板、搭載ベース、少なく
とも一つの発光ダイオード、印刷回路基板および少なくとも一本の導電ワイヤを含む発光
モジュールを提供する。前記金属基板は、第１のスルーホールを有し、前記搭載ベースは
、前記金属基板の第１のスルーホールに配置され、前記発光ダイオードは、金属合金を介
して共晶溶接方式で前記搭載ベース上にダイボンディングされる。また、前記印刷回路基
板は、前記搭載ベース上の発光ダイオードを露出させる第２のスルーホールを有し、かつ
前記金属基板に貼り付けられる。前記導電ワイヤは、前記発光ダイオードと前記印刷回路
基板とを電気的に接続する。
【０００９】
　前記問題を解決するため、本発明による他の方案は、第１のスルーホールを有する金属
基板を用意し、搭載ベースを前記金属基板の第１のスルーホールに配置し、さらに少なく
とも一つの発光ダイオードを高温状態において共晶溶接方式（Ｅｕｔｅｃｔｉｃ　Ｓｏｌ
ｄｅｒｉｎｇ）で前記搭載ベース上にダイボンディングさせ、続いて、さらに第２のスル
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ーホールを有する印刷回路基板を前記金属基板に貼り付け、前記第２のスルーホールは前
記搭載ベース上の発光ダイオードを露出させるためのもので、最後に、少なくとも一本の
導電ワイヤによりこれらの発光ダイオードを前記印刷回路基板に電気的に接続させること
を含む発光モジュールの製造プロセスを提供する。
【００１０】
　以上の簡単な説明及び以下の詳細的な説明及び添付図面は、ともに、本発明が所定の目
的を達成するために採用する技術、手段及びその効果をより具体的に説明するためである
。本発明に係る他の目的及び利点は、その後続の説明及び図面において説明する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　図３は、本発明に係る発光モジュールの好ましい一実施例の構造を示す断面図であり、
図に示すように、、本発明は、金属基板１、少なくとも一つの発光ダイオード２、印刷回
路基板３、少なくとも一本の導電ワイヤ４、および搭載ベース５を含む発光モジュールを
提供する。搭載ベース５は該金属基板１に配置され、印刷回路基板３は絶縁コロイド３０
を介して該金属基板１に貼り付けられる。また、発光ダイオード２は金属合金２１を介し
て共晶溶接方式で該搭載ベース５上にダイボンディングされ、さらに導電ワイヤ４により
前記発光ダイオードと該印刷回路基板を電気的に接続する。該金属合金２１は金及び錫或
いは銀及び錫からなり、高導熱係数を有する材質であり、よって、発光ダイオード２が発
生する熱を伝導し発散させる。
【００１２】
　図４及び図５は、本発明に係る発光モジュールの好ましい一実施例を示す図及び分解図
であり、図に示すように、該発光モジュールは、金属基板１、少なくとも一つの発光ダイ
オード２、印刷回路基板３、少なくとも一本の導電ワイヤ４、および搭載ベース５を含む
。該金属基板１は、第１のスルーホール１０１を有し、且つ該金属基板１の材質は、例え
ば、銅またはアルミニウム材質であり、該搭載ベース５は該金属基板１の第１のスルーホ
ール１０１に配置され、第１のスルーホール１０１の大きさは、該搭載ベース５の大きさ
に対応しても良い、また、該搭載ベース５は、例えば、銅の金属材質で、かつ、金または
銀の外層がめっきされる（図示せず）。
【００１３】
　また、発光ダイオード２は金属合金２１（図３に示すように）を介して共晶溶接方式で
該搭載ベース５上にダイボンディングされ、該金属合金２１は金及び錫或いは銀及び錫か
らなり、かつ、該搭載ベース５の外層には金または銀がめっきされ、反射率が増加される
外には、金属合金２１と共晶溶接する際の接続効果をより向上できる。印刷回路基板３は
第２のスルーホール３０１を有し、該印刷回路基板３は、第２のスルーホール３０１によ
り該搭載ベース５上の発光ダイオード２を露出させ、さらに該金属基板１に貼り付けられ
、該印刷回路基板３は、例えば、樹脂である絶縁コロイド３０（図３に示すように）を介
して該金属基板１に貼り付けられ、また、印刷回路基板３は、発光ダイオード２の発光を
制御する電気回路（図示せず）を備える。続いて、導電ワイヤ４は、該印刷回路基板３が
発光ダイオード２を制御できるように、発光ダイオード２と印刷回路基板３とを電気的に
接続する。
【００１４】
　図６は、本発明に係る発光モジュールの製造プロセスの好ましい一実施例を示すフロー
チャートであり、図に示すように、該製造プロセスは以下のステップを含む。先ず、第１
のスルーホール１０１を有する金属基板１を用意する（ステップＳ６０１）、該金属基板
１の材質は、例えば、銅またはアルミニウムであり、続いて、第１のスルーホール１０１
を介して搭載ベース５を該金属基板１に配置する（ステップＳ６０３）、該搭載ベース５
は、例えば、銅の金属材質で、かつ、金または銀のめっき外層を有する。さらに、金属合
金２１（図３に示すように）を介して共晶溶接方式で該発光ダイオード２を搭載ベース５
上にダイボンディングする（ステップＳ６０５）。該金属合金２１は金及び錫或いは銀及
び錫からなり、該搭載ベース５の外層は金または銀がめっきされることにより、金属合金
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２１と共晶溶接する際の接続効果を向上させ、かつより大きな反射率が増加される。また
、第２のスルーホール３０１を有する印刷回路基板３を樹脂のような絶縁コロイド３０（
図３に示すように）で該金属基板１に貼り付ける（ステップＳ６０７）、第２のスルーホ
ール３０１により搭載ベース５上の発光ダイオード２を印刷回路基板３に露出させ、また
、印刷回路基板３は、発光ダイオード２の発光を制御する電気回路（図示せず）を備える
。最後に、導電ワイヤ４により、発光ダイオード２を印刷回路基板３にそれぞれ電気的に
接続する（ステップＳ６０９）。
【００１５】
　共晶溶接の温度は約２８０℃であるため、ステップ（Ｓ６０５）までに行った工程及び
使用される材料は、ともに高温状態に耐えなければならないため、本発明のプロセスにお
いては、高温状態に耐えられない工程或いはそれに使用される材料を利用する工程順番を
、共晶溶接の工程の後に調整して行う。
【００１６】
　以下に説明する実施例は、ともに、本発明中の搭載ベース５及び金属基板１の配置方式
を述べるものである。
【００１７】
　図７は、本発明に係る搭載ベース及び金属基板の第１実施例を示す図であり、図に示す
ように、搭載ベース５及び金属基板１は一体成形され、直接的に金属基板１がミリングさ
れる時に搭載ベース５に成形され、その後、さらに搭載ベース５上に銀または金の外層を
めっきする（図示せず）。
【００１８】
　図８は、本発明に係る搭載ベース及び金属基板の第２実施例を示す分解図であり、図に
示すように、搭載ベース５は第１のスルーホール１０１を介して金属基板１にかしめされ
る。
【００１９】
　図９は、本発明に係る搭載ベース及び金属基板の第３実施例を示す分解図であり、図に
示すように、搭載ベース５はさらにボルト５０１を凸設し、搭載ベース５は第１のスルー
ホール１０１を介して金属基板１にかしめされるとともに、金属基板１の他の側に該ボル
ト５０１を露出させ、後段のランプ構造或いは散熱装置等（図示せず）に締め付けること
ができ、散熱効果を増強させる。
【００２０】
　図１０は、本発明に係る搭載ベース及び金属基板の第４実施例を示す分解図であり、図
に示すように、搭載ベース５自体はねじ態様を有し、第１のスルーホール１０１を介して
金属基板１に締め付ける。
【００２１】
　以上のように、前記の技術手段により、本発明は金属合金２１で共晶溶接を行い、熱を
外部の散熱媒介に有効かつ快速的に伝導し、発光ダイオード２自体の温度を低下させる目
的を達成できることだけでなく、さらに発光効率及び寿命延長を向上できる。
【００２２】
　しかし、以上に述べたのは、単に本発明の好ましい具体的な実施例の詳細説明及び図面
に過ぎず、本発明の特許請求の範囲を局限するものではなく、本発明の主張する範囲は、
下記の特許請求の範囲に基づくべき、いずれの当該分野における通常の知識を有する専門
家が本発明の分野の中で、適当に変更や修飾などを実施できるが、それらの実施のことが
本発明の主張範囲内に納入されるべきことは言うまでもないことである。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】図１は、従来技術の発光モジュールの一つの構造を示す断面図である。
【図２】図２は、従来技術の発光モジュールの他一つの構造を示す断面図である。
【図３】図３は、本発明に係る発光モジュールの好ましい一実施例の構造を示す断面図で
ある。
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【図４】図４は、本発明に係る発光モジュールの好ましい一実施例を示す図である。
【図５】図５は、本発明に係る発光モジュールの好ましい一実施例を示す分解図である。
【図６】図６は、本発明に係る発光モジュールの製造プロセスの好ましい一実施例を示す
フローチャートである。
【図７】図７は、本発明に係る搭載ベース及び金属基板の第１実施例を示す図である。
【図８】図８は、本発明に係る搭載ベース及び金属基板の第２実施例を示す分解図である
。
【図９】図９は、本発明に係る搭載ベース及び金属基板の第３実施例を示す分解図である
。
【図１０】図１０は、本発明に係る搭載ベース及び金属基板の第４実施例を示す分解図で
ある。
【符号の説明】
【００２４】
　従来技術
　１金属基板
　２発光ダイオード
　２０銀ペースト
　３印刷回路基板
　３０絶縁コロイド
　４導電ワイヤ
　５支持ベース
　６１第１のリードフレーム
　６２第２のリードフレーム
　７０絶縁ケース
　本発明
　１金属基板
　１０１第１のスルーホール
　２発光ダイオード
　２１金属合金
　３印刷回路基板
　３０絶縁コロイド
　３０１第２のスルーホール
　４導電ワイヤ
　５搭載ベース
　５０１ボルト
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